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児童 

相談内容 名称 相談場所 問合せ・連絡先 

児童、妊産婦の健康、生活状態に

関する相談・支援 
児童委員 

各地区 

高岡市内 24 地区に 373 人 

社会福祉課 

(民生総務担当) 

0766-20-1366 

妊産婦の健康状態に関する相談 妊産婦健康相談 保健センター 健康増進課 

(保健センター) 

0766-20-1344 母乳による育児に関する相談 母乳育児相談 保健センター(月 1 回) 

乳幼児の育児で困っていること

や悩みについての相談 

育児健康相談 

保健センター  

健康増進課 

(保健センター) 

0766-20-1344 

市役所 1 階健康相談室 

福岡健康福祉センター(月 1 回) 

古府公民館(月 1 回) 

中田コミュニティーセンター 

(月 1 回) 

戸出福祉会館(月 1 回) 

テレホン相談 
保健センター 

福岡健康福祉センター 

0766-20-1344 

0766-64-1434 

県 育児に関する相談 育児相談 高岡厚生センター 0766-26-8415 

県 

低体重児・発達障害児に関す

る相談。離乳食相談、歯科保

健相談も行っている 

発達相談 高岡厚生センター(年 8 回) 0766-26-8415 

言語、社会性、精神発達等に遅れ

の疑いがある幼児についての相

談 

幼児保健相談 保健センター(月 1 回) 

健康増進課 

(保健センター) 

0766-20-1344 

県 発達遅れなどの相談 こども発達相談 富山県総合教育センター 076-444-6351 

子育て中の親が、育児について不

安に思っていることについての

相談 

子育て相談 

高岡子育て支援センター 

(御旅屋セリオ 8 階) 

0766-28-4114 

(相談電話 

0766-21-7876) 

福岡子育て支援センター 

(福岡健康保険センター内) 
0766-64-2090 

家庭教育や、子育ての悩みについ

ての相談 
子ども家庭相談 

伏木児童館 0766-44-0595 

野村児童センター 0766-23-3893 

戸出児童センター 0766-63-2370 

西部児童センター 0766-26-1347 

福岡児童館 0766-64-2919 

家庭における児童(小、中、高校

生)の育成に関するさまざまな問

題についての相談 

家庭児童相談 家庭児童相談室(児童育成課) 
家庭児童相談室 

0766-20-1329 

いじめ、不登校、人間関係、学業

不振、進路に関する悩み等の相談 
教育相談 

教育委員会学校教育課 0766-20-1451 

高岡市教育センター 0766-20-1244  

相談窓口一覧 
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相談内容 名称 相談場所 問合せ・連絡先 

県 不登校などの相談 教育相談 富山県総合教育センター 076-444-6167 

青少年の悩み相談 

青少年の悩み相談

(少年なんでも相

談) 

少年なんでも相談所 

(少年育成センター内) 
0766-20-1653 

少年の悩みごと相談 
ヤングテレホンコ

ーナー 
高岡警察署 

0120-87-3415 

0766-24-4157 

県 思春期の心と体の悩みの相談 
思春期 

テレホン相談 
高岡厚生センター 0766-26-8866 

少年のいじめに関する相談 いじめ 110 番 高岡警察署 
0120-32-7867 

0766-21-7867 

県 

保護者の死亡、病気、離婚、

家出などのため家庭で子ども

を育てられない。あるいは子

育てについての悩みの相談 

子育ての悩み相談 高岡児童相談所 0766-21-2124 

子育てテレホン相

談 
高岡児童相談所 0766-25-8314 

ひとり親家庭の経済上の問題、子

どもの養育問題等の相談 
母子父子家庭相談 

児童育成課(母子担当)・母子自立支
援員 

0766-20-1381 母子家庭等における女性の自立

援助や、夫の暴力、子どものこと、

離婚のことなどの相談 

女性相談 児童育成課(母子担当)・女性相談員 

児童虐待を発見したときの相

談・通告 
児童虐待防止相談 

高岡市要保護児童対策協議会・高
岡市社会福祉事務所(児童育成課) 

児童育成課 

0766-20-1329 

(又は､高岡児童
相談所 

0766-21-2124) 
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高齢者 

相談内容 名称 相談場所 問合せ・連絡先 

健康・介護についての相談 
悩みごと・ 

 健康介護相談 

富山県高齢者総合相談センター移
動相談所(高岡市ふれあい福祉セン
ター内) 

高岡市社会福祉
協議会 

0766-21-7883 

地域の高齢者やその家族からの

介護等必要な支援に関する相談

や、介護保険のこと、地域の介護

予防事業のこと、高齢者虐待のこ

と、成年後見制度利用支援等、さ

まざまな高齢者に関する相談 

高齢者地域総合相

談 

高齢介護課 

(各地区包括支援センター) 
0766-20-1165 

高齢者の介護予防や高齢者虐待、

高齢者福祉サービスなどに関す

る相談 

高齢者の健康と介

護に関する相談 
高齢介護課 0766-20-1165 

高齢者の健康に関するさまざま

な悩みや問題の相談 

(健康づくり教室、介護予防教室

などと併せて相談を受ける) 

高齢者健康相談 市役所 1 階健康相談室 
健康増進課 

0766-20-1345 

県 

高齢者やその家族が抱える福

祉サ-ビス、介護保険、医療等

についての悩みの相談 

福祉なんでも相談

(シルバー110 番) 

富山県高齢者総合相談センター 

(サンシップとやま内) 
076-441-4110 

県 

認知症の人やその家族の不安

や悩みについての相談(保健

師・看護師が対応) 

認知症ほっと電話

相談 

富山県高齢者総合相談センター 

(サンシップとやま内) 
076-432-6580 

高齢者虐待に関する相談のほか、

悪質訪問販売等消費者被害に係

る相談や、成年後見制度の活用な

どについての相談 

高齢者権利擁護相

談 
高齢介護課 0766-20-1373 

 

 

 

 

 



76 

障害者 

相談内容 名称 相談場所 問合せ・連絡先 

心身に発達上の問題がある子ども

についての相談 
障害児療育相談 

高岡市きずな子ども発達支援セン
ター 

0766-21-3615 

児童育成課 

0766-20-1381 

県 
目(見え方)に関する心配ごとや

困っていることについての相談 

視覚障害相談 

(専門相談) 

富山県立富山視覚総合支援学校 

 地域支援部 

076-423-8417 

(代) 

県 

赤ちゃんから年配の人までの

「きこえ」や「ことば」のこと

についての相談 

聴覚障害相談 

(専門相談) 

富山県立高岡聴覚総合支援学校 

 聴覚障害教育センター 

教育センター 

0766-63-6344 

県 
聴覚障害児・者に関するなんで

も相談 
聴覚障害者相談 富山県聴覚障害者センター 076-441-7331 

県 

障害者の生活に係るさまざまな

問題について、障害者本人ある

いは家族からの相談 

障害者 110 番 (社)富山県手をつなぐ育成会 
相談専用 

076-441-7214 

生活支援を必要とする身体障害

者・児童及びその家族からのさまざ

まな相談 

障害者生活相談 

高岡市志貴野身体障害者相談支援
センター(高岡市ふれあい福祉セン
ター内) 

0766-28-8670 

生活支援を必要とする知的障害

者・児童及びその家族からのさまざ

まな相談 

障害者生活相談 

障害者相談支援センターかたかご
(高岡市地域活動支援センターすま
いる内) 

0766-26-0808 

身体・知的・精神障害者及び障害児

童の就業相談及び就業に伴う日常

生活、社会生活についての相談 

障害者就業相談 

高岡障害者就業・生活支援センタ
ー 

(高岡市ふれあい福祉センター内) 

0766-26-4566 

地域で生活する主に精神障害者の

日常生活上の相談と一人一人にあ

った自立と社会参加を支援＊精神

保健福祉士による相談 

障害者の心の健康

と生活支援に関す

る相談 

あしつきふれあいの郷生活支援セ
ンター 

(ふれあい福祉センター敷地内) 

0766-29-3335 

地域で生活する知的障害者・精神障

害者やその家族に対して、家族会が

地域交流を促進する活動として日

常生活上の相談会を実施 

地域生活支援相談

会 

家族会高岡市手をつなぐ育成会 

(ふれあい福祉センター内) 
0766-21-7877  

高岡地域精神障害者家族会あしつ
き会(あしつきふれあいの郷内) 

0766-29-3335 

障害者虐待を発見したときの相

談・通告 

障害者虐待防止相

談 

高岡市障害者虐待防止センター 

(社会福祉課内) 

0766-20-1369 

休日夜間： 

0766-20-1111 

障害者あるいは家族から施設入所

や生活・医療等の相談を受け助言・

指導  

(注)相談員は、原則として自身が障

害者である人が委嘱されている 

身体障害者相談員 

各地区 

高岡市内 35 人 

(視覚・聴覚・肢体・内部) 

社会福祉課 

0766-20-1369 

市民生活課 

(福岡健康福祉セ
ンタ－) 

0766-64-1433 

障害者あるいは家族から施設入所

や生活・医療等の相談を受け助言・

指導  

(注)相談員は、原則として障害者の

保護者である人が委嘱されている 

知的障害者相談員 
各地区 

高岡市内 9 人 

社会福祉課 

0766-20-1369 



77 

共通 

相談内容 名称 相談場所 問合せ・連絡先 

福祉のほか、生活なんでも心配ごと

相談 

心配ごと相談 

(生活なんでも相

談) 

 

 
消費生活相談 

高岡市福祉相談センター 

(高岡市ふれあい福祉センター内) 
0766-25-7835 

伏木地区相談所(伏木福祉会館)  0766-44-0481 

戸出地区相談所(戸出福祉会館) 0766-63-1250 

福岡地区相談所 

(福岡健康福祉センター) 
0766-64-8114 

市民協働課(市役所 7 階) 0766-20-1522 

高岡市消費生活相談コーナー 

（ｴﾙﾊﾟｾｵ 1 階） 
0766-28-1141 

富山県消費生活センター高岡支所 

（高岡総合庁舎 5 階） 
0766-25-2777 

健康、日常生活、経済面、社会参加

等の相談・援助 
民生委員 

各地区 

高岡市内 24 地区に 373 人 

社会福祉課 

(民生総務担当) 
0766-20-1366 

外国語(英語、ポルトガル語、 

   中国語)による生活相談 

外国人のための生

活相談 

〔ポルトガル語・中国語〕 

外国人のための生活相談コーナー 

 市役所 1 階ロビー 
高岡市国際交
流協会事務局 

0766-27-1856 
〔英語〕 

高岡市国際交流センター内 

(高岡大和７階) 

県 

外国語(英語、ポルトガル語、ロ

シア語、中国語、韓国語、ウル

ドゥ語)による生活相談 

外国人生活相談 
公益法人とやま国際センター 

(インテックビル 4 階内) 
076-444-2500 

県 

療養相談会・交流会を開催。保

健師による病気、日常生活、介

護等の相談は随時実施 

特定疾患(難病) 

相談 

高岡厚生センター 

(療養相談会は月 2 回) 
0766-26-8415 

生活習慣病の予防及び健康の保持

増進を図るため、心身の健康に関す

る相談 

一般健康相談 

市役所 1 階健康相談室  健康増進課 

(保健センター) 

0766-20-1345 保健センター健康相談室  

心身の状態に変調や不安を覚えた

ときの相談 
心の健康相談 保健センター心の健康相談室 

健康増進課 

(保健センター) 

0766-20-1346 

県 

精神科医によるこころの健康相

談(うつ、不眠等)、精神医療に関

する相談 

こころの相談(心

と体の健康相談) 

高岡厚生センター(月 2 回) 0766-26-8415 

県 保健師によるこころの健康相談 高岡厚生センター 0766-26-8415 

県 

外にでることや、他人とのかか

わりができず困っている人やそ

の家族からの相談 

ひきこもり相談 
ひきこもり地域支援センター 

(心の健康センター内) 
076-428-0616 

ＤＶや女性の生き方についての相

談 

配偶者暴力や女性

の生き方相談 

高岡市男女平等推進センター相談
室・配偶者暴力相談支援センター 

(ウイングウイング高岡６階) 

センター相談
室 

0766-20-1811 

男女平等･共同
参画課 

0766-20-1812 



78 

県 

経済、職業、男女、主婦、家族、

暴力、対人関係等についての相

談 

女性の生活相談 富山県女性相談センター 076-465-6722 

県 

妊娠、出産、更年期等女性の心

身の健康に関する相談、不妊に

係る基礎的な相談、不育症につ

いての相談 

女性健康相談・ 

 不妊専門相談 

富山県女性健康相談センター・不妊
専門相談センター 

(富山県民共生センターサンフォル
テ 2 階) 

076-462-3033 

 


